基本目標Ⅳ

いつも笑顔で健やかに つながり 100 倍ひろげよう

目標（１０）

一人ひとりを認め合い、その人らしく
暮らせるまちづくりを進めます
Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

▲認知症サポーター養成講座（高取小）

少子高齢化や核家族化の進展により、地域の中で孤立する人が増えています。また、
今後、認知症高齢者の増大や障がい者の生活の場の不足といった課題の発生が予測
されます。地域・事業者・関係機関と連携して、誰もが住み慣れた地域で、その人
らしく、安心して、いきいきと暮らせる環境を築いていきます。
 多くの市民の方が、地域での支え合いの担い手として活躍しています。
 障がい者の社会参加の機会が増え、地域住民とのふれあいの光景が見られます。
 子どもから高齢者まで、障がい者も含め、誰もが認められ、地域でともに支え
合い、その人らしく、いきいきとした生活を送っています。
 支援を必要とする人に対して、ニーズに応じた適切な相談支援やサービス提供
が実施されています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！
（１）
地域福祉に対する理解を
広め、困りごとを抱える方
の支援などを行うボラン
ティアの発掘・養成や、継
続的に活動できる場を創
出します。
（２）
障がい者が地域の中で交
流できる場や活動機会を
創出します。

何を・どうした
①認知症サポーター養成研修を実施した。
（市内企業、吉浜公民
館文化祭において、また、健康づくり推進委員、高浜高校福
祉科の生徒などを対象）
②「見守りネットワーク委員会」を立ち上げ、行方不明高齢者
捜索模擬訓練を吉浜小学校区で実施した。

（７）
災害時に備え、要援護者の
実態把握と地域ぐるみの
支援体制を構築します。

H26.5～

H27.1～3

①「ボッチャ普及委員会」を立ち上げ、
「たかはまボッチャ大会」 H26.8～
を実施した。
H27.2
②「たかはまハたらコフォーラム」の開催、市内障害福祉サー
H27.1
ビス事業所見学ツアーを実施した。
①高浜市権利擁護支援センター設置・運営を開始し、各相談窓
H26.10～
口の法律的専門相談、スーパーバイズ体制を構築した。

（３）
判断能力が不十分な人の
権利や生活を守るため、権
②権利擁護の一つのツールである「成年後見制度」のフォーラ
利擁護センターを設置し、
ムを市民約１００名の参加を得て実施、
「成年後見制度」の普
適切な相談・支援が行える
及啓発を行った（社協委託）
。
体制を整えます。
①３専門職及び発達専門相談員による専門相談及び支援や、学校
（４）
専門家チームと連携した３専門職による支援を行った。
こども発達センターを充
実し、子どもとその家族を ②小学校区単位での５歳児健診と日福大との協働による健診の
より確かな形で支えます。
検証を行った。
①生活困窮に関するリスク要因等の調査分析を行い、その結果
（５）
を報告書として取りまとめた。
育児・介護・健康・生活困
②生活困窮世帯における就職困難者や子どもに向けた支援策を
窮など、不安を抱えた方へ
検討し、事業内容等を決定した。
の総合的な相談支援体制
③複合的なニーズ保有ケースを権利擁護支援センター専門相談
を整えます。
に諮り、問題解決を図った。
（６）
高齢者の地域密着型施設や
障がい者施設を、民間活力
の導入により整備します。

いつ

①夏休み障がい学童保育支援事業を実施した。
②民間活力を導入した多機能型児童施設の検討に向け、打合せ
を行った。
①福祉避難所の開設及び運営に係る協定を４法人（6 施設）と
締結した。
②地域防災計画上の避難行動要支援者の対象範囲に基づき、避
難行動要支援者名簿を作成した。

Ｈ27.3
H26.4
H26.4
H26.4～
H27.3
H26.9～
H27.3

Ｈ26.11～
Ｈ26.7～8
Ｈ26.10～
H27.2
H27.2
H27.3

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】一人ひとりが認め合い、高齢者や障がい者などがいきいき暮らすことができるまちだと思う
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）
59.4％

動向

60.8％
そう思う
どちらかといえばそう思わない
無回答

0%

20%

10.5

40%

どちらかといえばそう思う
そう思わない

60%

80%

55.9

25.4

そう思う＋どち
らかといえばそ
う思う（％）

60.8

100%

6.3 1.9

54.1
65.3

88.9
64.2
62.7
59.3
55.7
55.0
68.3

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況

59.3

１）地域福祉に関するボランティア
活動に参加したことがある人の
割合

２）認知症サポーターの人数

63.4
３）地域包括支援センターを知っ
55.2
ている人の割合

50.0%

6000人

100%

40.0%

4000人

30.0%
20.0%
10.0%

4,931人

H29 目標値

17.7% 15.5%

25％

2000人

H29 目標値

5,600 人

2,843人

H25 H26 H27 H28 H29

65.3

80%
60%
40%

H29 目標値

59.9%

56.0%

70％

20%

0人

0.0%

60.8
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0%
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３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・
「市民意識調査」結果は、策定時と比べて 1.4%増と微増であるが、70 歳以上では 6.2%増となっており、
高齢者に対する各種施策を着実に進めてきた成果である。
・指標１）は、策定時と比較して微減となっている。ボランティア登録者数は年々増加しているが、まだ一
部の市民の方に限られているため、まち協、町内会などの地域団体に働きかけ地域全体で取り組めるよう
な施策の展開が必要である。
・指標２）は、策定時と比較して大幅に増えている。スーパーや金融機関の従業員など新たに対象者を増や
し、組織的に「サポーター養成講座」を実施した成果である。
・指標３）は、策定時と比較して微減となっている。いきいき広場の相談支援体制は年々充実してきている
ものの、周知が十分でないことが原因と考えられる。今後は、積極的な周知活動を行うとともに、困りご
とを抱えながらも相談に来られない方を把握し、相談につなげる仕組みづくりが必要である。

基本目標Ⅳ

いつも笑顔で健やかに つながり 100 倍ひろげよう

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）地域における見守りネットワーク

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

の構築
・ボランティア登録者数は年々増加して ・徘徊のおそれのある認知症の方などを多くの目で見守る
はいるが、一部の市民の方に限られ、

ために、新たに見守りメール配信システムを導入し、本

地域全体の取組みになっていない。

システムへの登録を市民に働きかける。

・今後は、地域ぐるみの見守り・支え合
いの体制づくりを行い、より多くの市
民の方に地域における見守り・支え合
いの担い手として活躍していただけ
るようにする必要がある。

新規

・平成 26 年度に実施した吉浜地区での行方不明高齢者捜
索模擬訓練の実践を、まち協、町内会などの地域団体に
働きかけ、市内全域に拡大するなどの取組みを通して、
地域における見守りネットワークの構築支援を行う。

拡充
・
強化

（２）生活困窮世帯への支援策の充実
・平成 26 年度に生活困窮世帯への相談 ・未就労の生活困窮者のうち、一般就労が困難な方に対し、
支援機関を設置したが、就労などの自

就労に向けての訓練等を行う就労準備支援事業を実施

立に向けての支援策が不足している。

する。

・「貧困の連鎖」や「新たな貧困」の発

・新たに「子ども健全育成支援員」を配置し、リスクを抱

生が危惧される中、生活上のリスクを

える子どもや若者を把握して早期支援につなげること

抱える子どもや若者への支援策も十

のできる体制を構築するとともに、生活困窮世帯の子ど

分ではない状況にある。

もなどを対象に、まち協などの地域団体等の協力を得

・困りごとを抱えながらも相談に来られ
ない方を、どのような方法で把握し、
相談支援につなげるかが課題である。

新規

新規

て、新たに学習支援事業を実施する。
・全庁的な検討部会を設置し、市の各部署、市以外の公的
機関やその他の関係機関から困りごとを抱える方の情

新規

報を提供していただける仕組みづくりを行う。
（３）実効性のある避難行動要支援者
支援
・災害時における避難支援を実効性のあ

・災害時に支援が必要と思われる避難行動要支援者のう

るものとするためには、支援が必要な

ち、同意が得られていない方に対し、まち協、町内会、

方から、地域へ情報提供することの同

民生委員などの避難支援等関係者と市の関係機関に協

意を漏れなくいただく必要がある。

力いただき、同意促進を行う。

新規

・その情報をもとに、地域の方に協力を ・避難支援における行政と避難支援等関係者の役割等を定
働きかけ、支援が必要な方一人ひとり
める避難支援プラン全体計画を策定したうえで、避難支
の支援計画を作成する必要がある。

援等関係者と市の関係機関が連携して、要支援者ごとに
地域の誰がどこの避難所に避難させるかなどを定める
避難支援プラン個別計画を作成する。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

新規

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・困りごとを抱えながらも相談に来られない人を相談につなげる仕組みを、いかにして築いていくかが重要
である。具体的な支援体制を構築し、そういった方たちへのフォローを徹底していただきたい。
・生活保護世帯を訪問すると、「働きたいけど仕事がない」と言う方が多いため、生活困窮世帯への手厚い
就労支援を実施していただきたい。また、定期的にずっと働くのではなく、働きたい時に働けるような就
労先を外部委託によって斡旋することを考えてはどうか。
・市民の方から、
「ボランティアに登録したら、迷惑メールが来るようになり困っている」との声を聞いた。
ボランティア活動を継続していただくためにも、対処方法などを親切丁寧に説明する必要がある。

その他、目標の達成に向けて

・福祉部門においては新規事業が増えており、職員の負担は大きいと思うが、市民サービスの向上のため尽
力していただきたい。

